
 1

第５回認証評価委員会 議事メモ 

（注：本議事メモは、事務局の責任で作成したものであり、今後、訂正される可能性があ

ります。） 

 

日時：平成１７年６月１日 17:00～19:00 
場所：弁護士会館１７０１会議室 

出席委員（５０音順、敬称略） 
浅古 弘、阿部 一正、飯田 隆、飯室 勝彦、池田 辰夫、市川 正人、大谷 晃大、大出 良
知、小幡 純子、柏木 昇、亀井 尚也、川端 和治、菊池 武久、京藤 哲久、小山 稔、高木 
晴夫、戸谷 博子、長谷川 裕子、日和佐 信子、宮川 光治、村瀬 均、山野目 章夫（欠席

委員：松浦 好治） 
出席評議員（５０音順、敬称略）本林 徹 
評価委員会幹事 早田幸政 
 
 
１．評価委員会委員の交代・辞任について 
事務局 戸谷委員紹介。菊池委員の退任報告。 
戸谷委員  梅田教官の後任で今回から参加させていただきます。よろしくお願いします。 
菊池委員  一身上の都合で次回から参加できなくなります。ありがとうございました。 
 
２．新潟大学法科大学院トライアル評価：評価報告書の確定について 
 （非公開） 
 
３．トライアル評価について 
委員長 2005 年度の実施計画および実施状況について。 
事務局 資料７。後期１０校決定。前期までで全９分野をひとわたり見渡すことになる。 
委員長 評価チームの編成について。 
委員  資料７。評価員確定。後期１０校トライアル主査お願いすることになります。 
    ６月か７月はじめに主査を決めるので、これを含めて正副一任をお願いしたい。 
委員長 よろしいでしょうか。（承認） 
委員長 ご案内について、資料６。 
事務局 資料６。別紙以下、充実させた。別紙２自己点検報告書の作成要領。評価の大き

な山。受ける側の負担も大きいところで、作業のしやすいものにするのがポイント。

１３ｐ以降にフォームを用意。１３ｐから６８ｐまでこの部分をデータで送り埋め

てもらっている。 
    １９ｐ報告書評価基準。 
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    自己評定について、当財団の評定基準は５段階。Ａ+ＡＢＣＤ。自己評定の場合

ABCD の４段階でやっていただく。多段階評価について目安を作成。注目点は自己

判定という意味ではABCDの４段階制度。平均的な所はBとCの間というイメ－ジ。

これを 47の評価項目すべてにおいて目安を作ってみた。財団の判定基準になるもの。

この説明は左。80ｐ別紙 4 基本デ－タ集。数字データで示すことのできるものは基

本デ－タ集の中で書いて頂く。それか自己点検評価報告書の中で必要になった数字

を埋めるかトライアル評価の中で検討していく。別紙 5 の 93ｐ。財団から法科大学

院の学生に対して行うアンケ－ト調査のサンプル用紙。98ｐ以下は授業評価をして

もらうが、各科目についてやはり ABCD。統計結果を踏まえながら現地調査の際、

授業評価をする。教員のインタビュ－をする。104ｐ別紙 4 は財団で行うアンケ－ト

調査の教員宛。授業によって行う工夫を書くようになっている。 
委員  春ですべての分野で完成した。記載フォームの完成で本評価の実施要領に使用す

る予定。昨年の秋のトライアルでは要領と実施と齟齬があったが、これで統一して

いきたい。 
委員長 ご案内についてご意見は。 
委員長 南山トライアル報告について。 
委員  現地調査。先方とコミュニケーションに勤めた。 
    月末２２日頃までに原稿。報告書の取りまとめ中。 
 
４．多段階評価の判定基準について 
委員長 多段階評価の判定基準について。 
事務局 資料６。これまで評価委員会で基準を細かくすべきでないとのご意見。本来の目

的を失うという意見もあり、BC の中間あたりを普通として、C は標準よりもやや努

力を要する。D は不可、基準によっては不適格もありうる。 
目安は全体で３種類。１．５９ページ入学者数。入学定員のバランス。多段階評

価の目安は入学定員と入学者数とのカイイが 10％未満、10％以上 20％未満、20％以

上 30％未満、30％以上というように数字だけでまとめたもの。 
    ２．数字ではなく充実度を定性的な記述にまとめたもの。19ｐの評価基準の１－

１－１など言葉で書いたもの。これになじむのは６－１－２（４７ページ）など。

効果的に適切な対応ができるようにしているか、ということ。 
    ３．どこまでも良くなっていって欲しいという競わせる基準ではなく、ある段階

に達していれば A とするもの。例えば５２ページ８－１－１。施設整備についての

評価基準。ABCD で評価基準を作るときに事務局内で議論。施設設備については客

観的な基準を設けるべきか。例えば学生 1 人あたりの占有面積とか教室の数・設備

が何時間確保されているか、などという客観的な基準を設けてその中で競わせる評

価基準がひとつある。もう１つは、競わせる意味ないとの視点、学生からみて学習
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に支障があると判断すれば改善すべきだけど、支障が無いとすればいたずらに設備

が華美に整っていることを評価するというのは、基本的な考え方からして不要。現

在の評価基準は、一定程度あればそれ以上は不要との考え方。要するに、クレ－ム

処理・クレ－ム対応ができていれば A。 
委員長 ご意見ありますか。 
委員  自己評点させる意味はどこにあるのか。評価員がひきずられないか。 
事務局 本番でこれをやるかどうか。さらに議論が必要。対話をするための指標という意

味で出している。自己認識と財団の評価がずれるというところで対話ができるとい

うアイデア。 
事務局 ABCD 評価だと大学が一生懸命自分の大学の欠点を探して厳しくやっていただけ

る。弱点を考えてくれるという意味ある。本番でやる必要があるかは検討課題。 
今後評価基準ごとに多段階が良いか合否判定が良いか、多段階としてもどのよう

にやっていくか、評価委員の先生方に評価基準を明確するために徐々に解釈基準を

ご検討いただきたい。 
委員  自己評定の基準と評価の基準とは当然違うのか。 

例えば設置基準を満たしていない基準が評価の場合にはあるわけだが大学の自己

評定の基準にそれはでこない。自らが基準を満たしていないという形を作るのか。 
事務局 トライアル評価のご案内の前提はイコールです。 
事務局 先生のご質問は大学側の自己評価に拘束されないということでしょうか。 
委員  そうではなく、認証評価で設置基準を充たしているかどうか評価をしないといけ

ない部分です。 
委員  35ｐの３－１－３の自己評定 B は設置基準をみたしてないということにならない

か。 
委員  財団の評価基準では設置基準を満たしてないという形になるのではないか。 
事務局 設置基準と評価基準は必ずしも理論上一致しなくてもよい。ただし、D 評価もし

くは設置基準は基本的には内容的に一緒であると考えている。 
事務局 委員先生のご質問の趣旨は、大学が自己評定する場合に自分のところは設置基準

に至らず D という評定をするはずがないということでしょうか。 
自己点検して頂いて設置基準を割っているというのであればそう書いていただく

ほかない。現実にあるかどうかは別ですが。 
事務局 教員の数などは、もしかするとあるかもしれない。 
委員  項目が設置基準と同じ項目もあれば、設置基準では非常に抽象的なもの、あるい

は設置基準に入っていない項目もある。D になると必ず設置基準を満たしていない

という関係にはならないのでは。特に教員の数など設置基準と全く一緒の項目もあ

れば、そうでない項目もある。 
委員  47 の評価基準。いわゆる法令以来基準については D は設置基準となる。 
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委員長 他にこの今やろうとしている評価についてご質問は。 
委員  自己評価を提出してもらっているのは、評価をする際に非常に良いひとつの参考

になるから。外からの評価は一定の規範で一定の資料でしか評価することができな

い。内部評価を提出してもらってそれを参考にするのはバランスが取れたものに繋

がる。 
    ただ、内部評価で例えば我々は A をつけ、評価委員会のほうで B ということで、

クレ－ムがこないよう、評価のひとつの資料として参考にさせて頂くと説明をして

おくべき。ずれたときの説明も十分しておくべき。大学にとってもこのように自己

評価をしてみるというのは非常に良い。 
事務局 評価の判定基準の目安を開示する評価機関と、開示しないで評価委員会・評価委

員の手元資料とするものがあると聞いている。今回、中身も全部見せ対話をしてい

くという事で準備している。 
委員長 対話の材料になる。例えば大学側が A をだしているのに評価委員が B として、な

ぜだろうというとこで突っ込んで対話し、正確な評価につながる。 
 
５．トライアル評価の新規分野の評価上の留意点について 
事務局 資料の１６。新しい評価分野について現在認識している問題。 

入学者選抜。評価方法の問題。入学者選抜基準が適切に良いものであるかというの

をどのようにして 5 段階評価するのか、多段階より合否判定で足りるのではないかと

いう議論がある。 
基準とおり実施されたことという評価基準をどうやって検証するのかという点。

とくに疑わしい事情があれば別として、それを超えてさらに入試デ－タを全部出し

ていただき本当に公正に選ばれているか、プライベ－トな状況に立ち入って調べる

必要があるのかどうか問題。入り口の調査を大変な手間隙かけてやることにどれほ

どの意味があるのかという問題もあります。 
既修者認定、既修単位認定の適正さ。そもそも適切な基準というのがどのような

ものであるか、という問題がある。厳格な成績評価とパラレルな問題。入学者選抜

と同じように多段階評価まで必要なのか、合否判定でよいのではないか。 
教員体制。専任教員の的確性をどうやっていくか。特に担当する専門分野にたいし

て高度な教育上の指導能力があるかという評価をどのようにするか、学生アンケ－ト

などで非常に問題ある教員と面談して高度な教育上の指導能力があるのかという判

定を行うのか。財団の評価の中でやるのか。どのようやるのか。あるいは基準を設け

てその法科大学院がその先生を採用される人事評定で判断するアプローチもあるの

か。非常に難しいところ。 
実務化教員の実績評価方法。名前のみの代理人などの中身の検証をするのか、的確

性のないことを認定する場合のプロセスなど難しい。中身に立ち入った検証をするの
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か、この方は適格がないと判定する場合のプロセスは難しい。また、年齢とジェンダ

ーに対する配慮としてどのような評価をするのか。 
教員の支援体制。授業時間数３０時間程度という数字をだしている。Ｎ大学で完全

な専任教員２９H という平均数値。実感は多忙で十分準備できないとのこと。主観的

に非常に多忙というのと客観的な時間数をどうあつかうのか課題。 
 カリキュラム。法曹倫理を必修科目で開設するという個別の科目を取り上げるかと

いう問題。 
学習環境。先ほど判定基準の中で説明した、学生のクレ－ムを中心にみていく方法

と、設備など標準を示して充足することを中心とするか。図書の整備方針などを評価

の要素とすべきではないか。 
実社会の接触・交流等を保つための取り組み。エクスターンシップとかクリニック

つまり臨床教育が中心となるように考えられる。実社会との接触を、カリキュラムの

中で取り上げており評価基準の整理統合が必要になる。 
学生数。入学定員及び在籍者数。定員オーバーを中心に考えていたが定員割れの評

価をどう評価するか課題。 
成績評価・修了認定。厳格な成績評価基準とはどのようなものか？それをどの程度

開示すべきか、どういう採点でおこなうのか。全校調査というか法科大学院がいま、

どういう解決をしているかという情報を集めましてそれを研究していく必要がある。 
どうやって検証するか。答案用紙を精査するか。どの程度、整理していてもらうの

か。このあたりが問題になる。 
最後の適切な終了認定基準も同様の問題がある。 

委員長 入学者選抜は多段階になじむのでしょうか。 
    問題ある選抜はあるが、すばらしいというものはないのではないか。 
委員  絶対的方法は実は分からない。適正試験は相関ないとの意見もある。毎年会議で

検討し少しずつ手直しをしている。多段階より合否ではないか。努力を評価すると

いうのであれば違うのでは。 
委員  やはり外見から評価するしかない。例えば面接を一切しないというのは手間隙か

からない。かければ外形的には良し悪しがある。ここだけの話、大学成績の加点は、

これは外に出さない秘密保持だから良いっていえば良いが、ものすごく大変な事。

表には出せないがちゃんと気を使ってやっているのが現状。秘密保持があるので、

踏み込めない。外形しかないのではないか。 
（山野目委員退室） 
委員  適正試験を重視するか否かも議論あり、結果としてどうかということではない。

新司法試験にも絡む。今の段階でということもあるが、それ以上の評価も難しい面

がある。外形だけで評価するのは難しい面もある。 
委員  内部で検証試みているが、外形的に努力はあるのである程度見れる。 
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委員長 無理して多段階にする意味ないように思えるが。 
委員  大学に入試を重視しないところはない。何が良い悪いというのを、多段階評価す

るのは難しい。 
委員長 既習者認定にも共通でダウンワードの評価しか難しい。 
委員  大学によっては、定員割れするが、人数は取りたいという大学も出てくれば、試

験やれば良いということになる。実際どうやっているかは別問題。 
事務局 当初は工夫の余地が大きいと思われていた。実施しているか否かは、合否判定。

定員割れしそうだが形だけ試験をやるということは想定外。 
委員  全入状態では試験の意味を成していないので、将来的には意味が出るかもしれな

い。 
事務局 いろんな選択の余地がある中で、ある大学の選択に多段階で評価することがある

のではないかと議論があった。 
委員  もともと入学選抜は国家資格にかかわるため問題となり、寄付金など排除の趣旨。 
    現状、各大学の方針で２－１－１のように的確に設定されていればよいのではな

いか。適切性の意味がはっきりしない。奇異な基準でなければよいのではないか。 
委員  入学者選抜と既習者認定の基準は、目安が違うのでは。トライアルでは２－２－

１多段階意味あるのではないか。単位の代わりであるから一定の水準が必要との基

準で既習者認定をしているかトライアル評価で議論深められるのではないか。 
委員  既修者認定の方法は、認定科目を全部受けさせるのか、一部でいいのか、いろん

な工夫があるが、トライアルで評価員が基準を作っていくのは難しいのではないか。 
委員  学生の資料を出してもらう微妙な問題が出る。既習者が本当に能力を持っている

か、大学に問題意識あるかもしれないので、あまり軽視すべきでない。 
委員長 第９分野の考え方。 
委員  追試など外形評価するのは、制度を置くか否か。追試のやり方もすぐにやるので

は意味なく、時間を置いてしないといけないなどある。また厳格な成績評価をしろと

いいながら、滞留学生の定員の問題と関連する。定員の数え方で考えないと、無理し

て出すことになりかねない。 
委員長 GPA を出すにしても悪い者をだけを落としているかを判断するのは不可能に近い。

上位校と下位校では割合で比較はできない。 
事務局 テストは後日検証できるが、小テスト・授業態度など事実上評価できない。不合

格率やテストを想定していたが、小テストや授業態度の評価を反映させることは悪

いことではないので、分からなくなり問題提起した。 
委員  方法的なところを評価をするのは一つの方法。何れ総合評価的なことはやらざる

を得ない。ペーパー試験だけの評価では疑問、どういうファクターを加味するかと

いうことは、法科大学院にふさわしい評価をしているかということで、ある程度見

えてくるのではないか。 
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（飯室委員退室） 
委員  事務局の案で、基準は多段階で、実施は合否というのは疑問。実施も多段階とす

べきではないか。そのとおり実施しているかというほうが重要ではないか。 
事務局 基準どおりやってなければ否ではないか。 
委員  ある程度できているが、一部に甘い教授がいる場合も総合評価となる。一部に甘

い教授がいるから否とはできない。 
委員  全教員についてどうやって見るか、ますます難しい問題。 
委員  不可をつけると、学生から大変な突き上げ。1 回の欠席を何点引くかというのは細

かく非常に難しい 
委員  そうすると差が出ない。全て可となる。 
委員  少なくともペーパーのみで可となるのは、だめなのではないか。 
委員  授業に出てやり取りすることが教育という前提ですから、それはダメでしょう。 
委員長 トライアルを見て検討するしかないのではないか。 
 
６．ジェンダー法学会からの申し入れの件 
事務局 資料９。９－２回答書を起案。ご意見をメールでおねがいします。 
 
７．プレトライアル（授業見学研修会）の実施状況について 
委員  資料１０。進行状況説明。名古屋が決まりました。 
 
８．文部科学省委託研究について 
事務局 資料１５。本年度委託研究骨子。 
    全校調査を実施する予定。文科省の委託研究で協力を得られやすくなる。 
委員  昨年度報告書。英米研修。今年度も海外調査予定。 
 
９．評価員の選任について 
事務局 資料１２。９名評価員選任お願いします。 
委員長 有難うございます。 
 
委員長 今後の日程について 
事務局 評価委員会、次回７月２１日午前１０－１２時。南山・白鴎の評価報告書原案提

出予定。１０月３日午後５－７時、南山・白鴎の意見書対応、大宮の報告書原案提

出予定。 
 
10．事務局員の選任について 
事務局 新事務局員。資料１３。 
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委員長 選任ありがとうございます。 
 
委員長 終了します。 
 


